
★20歳以上対象
★飲酒を伴いますので、お車、自転車での来場は
　お断りさせていただきます

2/26,3/12（月）

第2・4(月)10：00～12：00
月額4,000円(税別)

2/19、3/5（月） 各1,500円

第1・3(月)

月額4,600円(税別)

月額6,100円(税別)

＜グループレッスン＞

＜プライベートレッスン＞

［入門］13:00～14:00［初級］15:00～16:00

45分個人レッスンお時間はお問合せください

楽しく英会話

かづきれいこ監修 3ステップで変わる！ 
春のメイクレッスン

＜グループレッスン＞＜プライベートレッスン＞
NORIKO 英会話講師

小西 明代 REIKO KAZKI専属講師

目的やシーンに合わせて、生
きた英語を楽しく学びます。
経験豊富な講師が楽しく丁寧
に指導いたします！自信がなく
ても大丈夫！少しの勇気でも
っと会話が楽しくなりますよ。

2/23(金)

3/9(金)開講 1,500円 1,000円(税込)

第1（月）13:00～15:00
月額2,100円(税別)

はじめてのカルトナージュ
暮らしの中の布箱

柳原和美 Atelier Shellen主宰

フランス生まれのおしゃれ
な手工芸です。箱を組み立
て、素敵な布や紙で飾り、
貴女だけのオリジナルな
布箱を作りましょう。厚紙
のカットなど基礎からじっ
くりと学び、オリジナルデ
ザインにも挑戦！

2/22、3/8（木） 1,500円 2/23、3/9（金） 1,500円

第2・4(木)15:00～16:15
月額6,100円(税別)

第2・4(金)
14:00～15:00
月額3,800円(税別)

私にも弾けるウクレレ<入門クラス>
衣川 祐三 元ビクターレコードプロデューサー・

ハワイアンスクール代表

ウクレレ界の重鎮・衣川先生
のウクレレ教室♪入門クラス
が開講しました！年齢や性別を
問わず、手軽でやさしく始め
られる楽器です。心地よいウ
クレレの音色でハワイを感じ
てみませんか？

ゆったりとしたハワイ音楽を聞きながらステップを踏
んでみましょう。ハワイを感じ、非日常を過ごすこと
で、心も体も元気になる事まちがい無しですよ。ご興
味お持ちの方は、ぜひ始めてみて下さい。

第2(金) 13：30～15：30 月額3,000円(税別)

羊毛フェルトでつくる物語の世界
森田智子 スウェーデンひつじの詩舎

ウォルドルフ人形と羊毛の手仕事 講師

気軽に学べる手話講座
青山 好一 一般社団法人日本ビジネス手話協会理事・

手話通訳士

1,500円

2/19、3/5（月）
体験の時間はお問合せください

月3～4回(月)
①15:30～16:30
②16:30～17:30
③17:30～18:30
月額4,500円～(税別)

カワイ体育教室

カワイ体育教室専属専任講師

1,000円

IMPACTグランドチャンピオン大会優勝
DANCE DEYANCEグランドチャンピオン大会優勝

システムステラ スタッフ

2/27、3/13(火)

第2・4(火)
［リトルキッズ(1歳半～3歳)］ 10:30～11:10
［ベビークラス(2ヶ月～1歳半)］ 11：30～12：10

リトピュアリトミック
日野 綾香 リトピュアリトミック認定講師

1,000円

2/22、3/8(木)

キッズカンフー
冨岡 翔陽 元龍中国武術交流協会

世界連盟認定国際審判・
国際師範/（公財）JOC公認ナショナルコーチ
（一社）全日本テコンドー協会選手強化委員長

1,600円(税別)

春休みチャレンジ！カワイ体育教室の

「鉄棒の基礎とコツ」
カワイ体育教室専属専任講師

～大仏様の胎内に想いを込めて～
東大寺写経体験と「国宝・本坊経庫」・
天皇殿特別拝観
東大寺塔頭住職

マヤ暦ツォルキン活用
セミナー導入編
珠理 あすわ講師

作品に合わせて染色したオリジナルの羊毛を中心に使い、ス
トーリーを感じるお人形や動物、小物などを作ります。簡単な
ものから順に、多種多様な素材とテクニックでウールワーク
の奥深さを楽しみましょう。

手話をどこで学べばいいの？
とお悩みの方に！
簡単な日常会話をわかりやす
く楽しく学べる教室です。多
様なコミュニケーションが求
められる時代、会話の引き出
しを増やしませんか！

2/21、3/7（水）
月額5,200円(税別)
［30分個人レッスン］

ポピュラーヴォーカル
石橋康明 ボイストレーナー /シンガー

1,500円

個々に合わせたボイストレーニングであなたの歌声はも
っと輝ける！
心と声を一体化できると、歌がも
っと楽しくなります。それぞれの
声質に合ったレッスンで、好きな
曲を歌いましょう！

2/19、3/5（月）

第1･3(月)
19：30～21：00
月額5,700円(税別)

ゴスペル
松岡ゆりなヴォーカリスト・ボイストレーナー

1,500円

基礎のボイストレーニングから、リズム、英語の発音、ハー
モニーの重ね方、ステージングなど初心者でも分かるよう
に丁寧に指導します。芸能人のバックコーラスやレッスン
取材などのTV出演多数の講
師のレッスン。発表会の他、イ
ベント出演の機会もあります。

2/23（金）開講

第4(金)10：30～12：00
月額2,500円(税別)

3/2、4/6（金）
1,500円

第1(金) 13:30～15:30
月額2,100円(税別)

水彩画を楽しもう
楽しい色鉛筆画
長富理子 画家、イラストレーター

～自分の生き方発見～
開運手相学
東明学院専任講師

初回のみ3,000円

人気の水彩画・色鉛筆画の新
しいクラスができました！月1
回から気軽に楽しめるので、
初心者の方も大歓迎！
★画像は色鉛筆画です

ご自分の長所や性格を知るこ
とが幸せへの第一歩です。手の
平の丘と線の意味を正しく学
び、運気UPに役立てましょう！
基礎を丁寧に学べるので、はじ
めてでも安心！

2/21、3/21（水）

第3(水)
10：30～12：30
月額2,800円(税別)

フランス額装
河野 玲 額装家

フランス額装は、作品周りのマットを装飾し、メイン作品と
額縁のバランスを整え、コーディネートする「額のアート」
です。心を込めて作った作品を素敵に飾ったり、インテリア
としてもお楽しみい
ただけます。

2/20、3/6（火）
第1・3(火) 14：30～16：30 月額4,100円(税別)

基礎から始める手あみ
岩切密子・松本津喜子 ニットデザイナー

1,500円

人気の手あみ教室に新
しいクラスができまし
た！かぎ針編みまたは棒
針編みの基本の模様を
レッスンしながら、その
模様を使った簡単なニ
ット小物を編みます。洋
服からアクセサリーま
でアレンジは無限！

2/16、3/2（金）
1,500円

第1・3(金)　　
11：30～12：30
月額3,000円(税別)

第4（火）10:00～12:00

ボディメンテナンス・ピラティス
藤井 文香 健康運動指導士

ピラティスは体の深層部にある筋肉に働きかけ、しなやかで
強いカラダへ導くことが出来るエクササイズです。マッサー
ジやストレッチも組み込み体に残っている疲れを取り除きな
がら進めます。
肩こり、腰痛の方やピラティスが初めての方も大歓迎です！！

3/8、4/12（木） 1,500円
1,620円（税込）

1,500円～ 焼成費100円～500円
第2（木）13：00～15：00
月額2,000円(税別)

大人かわいいポーセラーツ
川本 尚子 ㈱日本ヴォーグ社認定

ポーセラーツインストラクター

シール感覚で自由にデザイン
できる転写紙を使い、真っ白な
器を自分好みのオリジナル作
品に仕上げます。食器はもち
ろん、小物入れや写真たてな
どインテリア雑貨も自由自在！
お店で選ぶよりもっと自由に
雑貨を楽しみましょう♪

2/20、3/20（火）

第3（火）10：30～12：30
月額2,600円(税別)

グルーデコでつくる
本格アクセサリー
diadème
ディアデム

グルーデコ/皮デコ認定講師

別途
1,500円
1,620円（税込）

1,500円
1,000円（税込）

1,500円
1,500円（税込）

1,620円(税込)

初心者でもクオリティの高い本
格的なアクセサリーをお作りい
ただけます。いつものスタイル
にスワロフスキーなどを使用し、
市販では買えない自分だけのキ
ラキラアクセサリーをプラスし
て、ワンランク上のお洒落を楽
しみませんか。

3/4、4/1（日）

第1（日）16：30～ 18：00
月額2,500円(税別)

～日常に豊かな時間を～
エンジョイウイスキー
北畑 晃輝 ウイスキー文化研究所認定 ウイスキーセミナー講師　

1,000円

800円(税込)3/5、4/2（月） 1,500円

ウイスキーを通じて新しい世界に触れてみ
ませんか？プロのバーテンダーでもある講師
がより楽しいウイスキーの世界へご案内致
します。実際にテイスティングを行い、豆知識
などの雑学や身近にあるおつまみとウイス
キーを合わせる楽しみ方などを学びます。入
門者の方ももちろん大歓迎です。

得意を伸ばそう！人気のこども講座

2/25(日)・3/30(金)
10：00～16：30(休憩あり)
6,000円(税込) 
テキスト代2,600円(税込) 申込締切：各3日前

～怒りの基礎診断書付き～
アンガーマネジメント講座
佐野 智世 (一社)日本アンガーマネジメント協会認定

アンガーマネジメントコンサルタント

2/27(火) 14：30～16：30
3/30(金) 10：00～12：00
各4,000(税別) 申込締切：各1週間前

大人女子の華やか
上品メイク講座
KAZUKO 国際メイクアップアーティスト

3/30(金)・4/15(日) 10：30～12：00
3,000円(税別) 
2,160円(税込) 申込締切：各3日前

人気のハーバリウムレッスン
松村茂美・なかち智子

2/27(火)・3/17(土)
13：00～16：00
各15,000円(税別) 
ディプロマ代 各6,480円（税込）

申込締切：各1週間前

整理収納アドバイザー
2級認定講座　
大塚 裕美ハウスキーピング協会、

整理収納アドバイザー認定講師

3/23(金)・4/30(祝月)
10:30～17:30(休憩あり)
各16,000円(税別) 
5,820円（税込）

申込締切：各1週間前

ペットシッター士
資格認定講座
日本ペットシッター協会講師

10：30～15：30
48,000円(税込) 
4,200円（税込）発行料5,000円（税込）(認定料、修了証） 申込締切：1週間前

カラータイプアドバイザー
認定講座(初級レベル)
小島 由起子 一般社団法人

カラータイプ協会認定講師

ネイルサロン　プルミエ主宰 / ルルベちゃん™認定講師

2/25(日)・3/25(日)
13:00～17:00
各8,000円(税別) 各3,564円（税込）

リンパ＆ヘッドスパ認定講座

申込締切：各10日前

今にも動き出しそうなイキイキとした登場人物たち。
心があたたかくなる物語のワンシーンを作りましょう♪

 「イースターのひよこさん・ウサギさん」（どちらか1つ）

智子先生の作品は
コチラからご覧いただけます。

3,000円

検 索羊毛しごと 創りTe

第1・3(水) 18：30～

ほっこりフラ
プラチナエイジのための

Alaka'i アケミ Mahalo Hula Roomインストラクター

2/25、3/25（日） 2/24、3/10（土） ①②各1,000円 ③1,500円

第4(日)10:00～12:00
月額2,600円(税別) 月額3,500円(税別)

月額2,800円(税別)

第2･4(土)
①［入門コース］13:40～15:10
②［初級コース］14:30～16:00

③［太極拳＋剣］14:30～16:40

オーストラリア発祥のお洒落な看板アート。
特殊加工のブラックボードに指先とオイルパステルを使って絵
を描きます。ぬり絵をする感覚で気軽に楽しめます。
お店の看板やメニューボード、
お部屋に飾るインテリアやウ
ェルカムボードなど、色々な作
品にチャレンジできます。

太極拳は中国武術のひとつですが健
康法として広く普及されています。
ゆっくりとした動きなので、どなたで
も気軽に楽しんでいただけます。

簡単カラフル♪
チョークアート
Mayu MCA認定講師

阪口 賀世 日本武術太極拳連盟公認指導員

太極拳

2/18、3/18（日） 1,500円

第3(日)11:00～12:00
月額1,600円(税別)

メディアでも話題のシニアのた
めのヒップホップ！青春時代を思
い出し、仲間や先生と思いっきり
体を動かして楽しく汗をかきま
しょう。ついていけるかな…そん
な不安も吹き飛びますよ！

シニアのための
ヒップホップダンス
森本 真由美 ダンサー

3/9、4/13（金）

第2(金)
19：30～21：30
月額2,500円(税別)

沖縄三線
井後義世 琉球民謡・島の唄　涼風会講師

琉球民謡伝統協会教師

1,500円

人気CMでブームに火がつ
いた沖縄三線。老若男女を
問わず誰でも気軽に楽しめ
る楽器です。お勤め帰りや週
末の癒しに、沖縄三線を始め
ましょう！

“手相は人生の羅針盤”

2/24（土）10:00 ～認定証発行（別料金）・授業内容により材料費別途

アロマ＆リンパマッサージ（ハンド・フット）

森井 典子ＮＰＯ法人日本予防医学代替医療学院学院長

アロマ＆リンパ理論を学んでハン
ド・フットケアの施術を取得。認定
証を取得出来ますのでプチサロ
ン開業も可能！

お肌やメイクの悩みは人それぞ
れ。様々な年代の女性から絶大な
支持を得るかづきメイクは、「心が
元気になれるメイク」をご提案しま
す。全3回のメイクレッスンで、あな
たの笑顔はもっと美しく輝きます！

第2・4(土)10:00～12:00 
　　 18,000円(税別)

認定証取得講座 全6回

１日で資格取得できます！

①【幼児クラス（年少・年中・年長）】

キッズアイドルダンス
プレクラス

知育教室キッズガーデン
【年中～小3】 ①【ちょうちょさんクラス(Baby・1歳～)】②【ぞうさんクラス(～入園前)】

③【児童クラス（小学4年～6年）】
②【児童クラス（小学1年～3年）】

①【カンフーバンビ（3歳～7歳）】②【カンフーフェニックス（8歳～17歳）】

2/19、3/5（月）

①17:00～18:00

①月4回(木)18:30～19:20 月額5,000円(税別)
②月4回(木)19:30～20:20 月額5,400円(税別)

②18:20～19:20

キッズプログラミング講座
梶山 紀子

MIKIE
キッズガーデン講師

1,000円 2/17、3/3(土) 2/19、3/5(月)1,000円 年間6,000円(税込)

①【小学2年生～4年生】②【小学4年生～6年生】

第1･3(月)

第1・3(土)16：10～16：55月額3,500円(税別)

2/18、3/4（日）

10:30～12:00

城戸真亜子アートスクール
学研・城戸真亜子アートスクール専任講師

2,000円（材料費込み）

【年中～小学6年生】
【2ヶ月～3歳】

第1・3(日)

月額8,000円(税別)（教材費込み）

2/25、3/11(日) 

10:30～11:30

テコンドー
阪口 晃

1,000円

各1,000円

（幼稚園生）1,000円
(小学生)1,500円
(4年生～）2,000円

各1,000円

【年長～】

第2・4(日)
月額3,500円(税別)

第3(土)15：00～16：30
月額1,500円(税別)

Mahalo Hula Room主宰

一山ヨーガSALA(シャーラー )主宰

2/23、3/9（金）

17:15～18:15

キッズフラ(子供のフラダンス)
ミキLehuamamo

1,000円

【3～12歳】

第2･4(金)
月額3,100円(税別)

日本将棋連盟京都府支部連合会副会長・
将棋普及指導員

2/24、3/10(土)

10：00～12：00

こども将棋教室
千葉 均

1,000円

【小学生～中学生】

第2・4(土)
月額3,100円(税別)

月額2,800円(税別)
第1・3(月)

10：00～10：50

月額7,000円(税別)

①［ちょうちょさんクラス］
11：00～11：50②［ぞうさんクラス］

2/24、3/3（土）

2/17、3/17(土)

Kids' Flower
ワークショップ

櫻井 千華 Atelier Mille-fleur主宰

①【たんぽぽクラス(幼稚園生)】②【ひまわりクラス(小学生)】
①【幼児】②【小学生】

2/24、3/10(土)

バトントワリング

谷川 しのぶ 日本マーチングバンドバトン
トワリング協会公認指導員

①【4歳～小学2年生】 ②【小学3年生～】
③【コーチ認定クラス】 ④【コーチ認定クラス2】

①14:15～15:15 ②15:15～16:15
①16:15～17:20 ②17:25～18:30

月4回(土)

月額各6,200円(税別)

第1･3(土)10:30～12:00
第2･4(土)13:30～15:00
月額3,400円(税別)

学研科学実験教室専任講師

1,000円
1,296円(税込)

【年長～小学生】

学校では体験できない身近な「なぜ？」「これって
不思議」という科学を丸ごと体験できる楽しい
講座です。
カリキュラムをご紹介♪
3月 アツアツ冷え冷えびっくり実験
4月 大気圧のふしぎ実験
5月 食べ物びっくり実験

学研教室専任講師
知育遊びと学研の豊富な教材・教具を通して、考える
力や能力を育みます。

　
0歳からの脳教育

第1･3(水) 10:15～11:15
月額3,000円(税別)

（4か月～）ママベビコース

500円
2/21、3/7(水)

1,080円（税込）

第2･4(水) 10:15～11:15
月額3,000円(税別)

500円
2/28、3/14(水)

1,080円（税込）

好奇心を広げよう
（歩き始めたら）ママキッズコース

月3回～4回(水) 11:30～12:30
月額4,050円～(税別)

500円
2/21、2/28(水)

1,080円（税込）

「もじ」「かず」の学習
（2歳半～）入園準備コース

月額3,500円(税別)

4/2（月）
【幼　児】13：15～14：15
【小学生】14：15～15：15

4/6(金)
4,368円(税込/保険料・入館料・写経代込)

【集合】10:15東大寺南大門(奈良市 雑司町406－1)

申込締切：3/30(金)

【会員】3,828円

10：30～12：30

魅惑のバラ園・春の霊山寺散策＆
癒しのヨガレッスン
一山佳香

5/10（木）

3,429円（税込/保険料・拝観料込）
【集合】10:15霊山寺案内所(奈良市中町3879)

申込締切：5/3(木)

【会員】3,429円

10:30～12:00

嶋田味噌麹譲造元 第19代目当主

～創業260年手造りの味「嶋田味噌」～
手前みそ作り講座
嶋田 稔

3/24(土)13:30～15:30

4,428円(税込/保険料・材料費込)
【集合】13:00近鉄橿原線田原本駅東改札前

申込締切：3/19(月)

【会員】3,888円

講師育成レッスン

2/19(月)・3/29(木)
13：00～15：00

各1,000円(税別) 
各2,160円(税込)

申込締切：各2日前
申込締切
各3日前

フリーレッスン

2/23(金)10：30～12：30
3/31(土)10：30～12：30

各1,000円(税別) 
2種類4,000円(税込)～

ハーバリウムディフューザー

4/8(日)・4/22(日)

認定講師講座

石田 優子

10：00～12：00

関西を中心に爆発的人気！大人女子がときめくルルベちゃん♪

5,400円(税別) 
10,800円（税込）

1,500円(税別) 
4,320円（税込）

13,000円(税込、認定料込)

SNSで話題！ルルベちゃん™レッスン

申込締切：各3日前

フリーレッスン

3/1(木)・3/2(金)

10：00～12：00
2/21(水)

 （テキスト・ライセンス発行料込み）

ブレーメンの音楽隊

エルザ・ベスコフの絵本より

ガチョウ番の娘 グリム童話より

全3回

全3回9,000円(税別)(教材費込)
単発受講の場合は1回4,000円

3/27(火)開講

【全3回カリキュラム】
1回目 たるみ・ほうれい線対策講座
2回目 ファンデーション講座
3回目 美眉講座
全3回をお申込の方にはハウツー本プレゼント♪

★単発の受講も可能です

10：30～16：302/18(日)・3/17(土) 10,000円(税別) 申込締切
各3日前

～ JEUGIA春のご当地講座～ 

奈良屈指の名刹・東大寺の写経道場。一
筆一筆想いを込めて書いた写経は、や
がて大仏様のご胎内に納められます。
筆が苦手な方はボールペンや鉛筆でも
大丈夫。さらに！普段は一般公開してい
ない「国宝・本坊経庫」と「天皇殿」の特
別拝観付き！ご僧侶の法話に耳を傾け大
仏様に見守られながら、心静かに特別
な時間を過ごしましょう。

春の霊山寺は満開の薔薇が見ごろ！世界平和を願って植
えられた200種を超える世界各国のバラが咲き集うバラ
園を見渡しながら、心静かにヨガを行います。華やかな香
りに包まれて心も身体もリフレッシュ！この時期ならでは
の景色を味わい法話に
耳を傾けましょう。

創業260年の歴史を誇る奈良田原本町の「茜八（あかは
ち）味噌」。無添加・国産材料を使った手前みそ教室です。
麹室を見学後、昔ながらの「手ごね製法」でお好きな味噌
を選んで作ります。さらに！人気のお味噌を食べ比べる試
食会を開催します！美味しい
甘酒とともに♪

全1回

全1回

リニューアル！

3時間の受講でディプロマが取得で
き、即販売や講師活動にお役立てい
ただけます。3種類の課題を学び、ハ
ーバリウムをマスターしましょう！

お好きなボトル2本を選んで
自由にお作りいただけます。
自宅用やプレゼントにも♪

上品な香りが楽しめる新しいタイプのハー
バリウム！お好きなボトルとお花、香りを選
んで、あなただけのリードディフューザーを
作りましょう。通常のハーバリウムとディフ
ューザーの2種類をお作りいただけます。

心とからだのハーモニー。楽しい運動遊びのレッスン！い
ろいろな種類の運動を偏りなく、マット･とび箱･鉄棒･ボ
ール･なわなどを使い、多種多様な運動を体験します。

ママもベビーも笑顔に
なるノンストップのレッ
スンです！音感、リズム
感、感性を楽しくしっか
り育てていきます。お子
さんの反応や「できた！」
を一緒に見つけていき
ましょう♪

カンフーとは中国武術
の総称で、バランスの良
い筋力、柔軟性、強く優
しい心、忍耐力を身につ
けます。2020年東京オ
リンピック正式種目候補
にもなっている注目の
競技です。

フレッシュフラワーを中心に季節
の花を取り入れて、触れる・つくる
ことを通して表現する力を養いま
す。身近な花の名前や扱い方・ど
のように生長するか等もレクチャ
ーしていきます。様々な素材を使
い、工作要素も積極的に取り入れ
て、創造力や感性を育てます。

基礎的な運動能力やリズ
ム感を養いながら、バト
ンの技術を身につけま
す。柔軟性や音楽に合わ
せる感性も育てます。気
軽に楽しくバトンに触れ
てみませんか！

逆上がりや前回りの、基礎とコツを学びます。
また、いろんな運動あそびを体験することで、
運動する楽しさや喜びを感じてください。

銀河のマヤ暦「ツォルキン」
を、日常生活でどう活かす
のか？を知ることが出来る
セミナーです。銀河のリズ
ムを意識し、シンクロニシテ
ィを体感していきましょう！

怒りの感情コントロールについ
て学ぶ講座です。アンガーマネ
ジメントの基礎テクニックを学
び、また「怒りのコントロール」を
通してセルフマネジメントの大
切さも学習します。

大人の女性によく似合う、
上品なつけまつ毛を選んで
あなたの目元を華やかに彩
りましょう！はじめての方で
も丁寧にレクチャーいたし
ます。忙しい女性にぴったり
の、素早く上質なメイクが
できる方法も伝授！毎日が
もっと楽しく華やかに♪

SNS映え№1！水中できらめくプリザーブドやドライフラワー、
フルーツに心癒される人気のインテリアです。

芸能人も多数取得の人気資格！
ご家庭や職場で整理収納のノウハ
ウを活かしたい！主婦としての家事
経験を活かして仕事をしたい！お仕
事のプラスαのスキルとして身に
付けたい！必ず役立つイチオシ講座
です。
知っているとワンランク上になる！

2日間の受講で環境省が定める動物取扱責
任者(保管と訓練)になれる講座です！「あな
たを待っているペット達がいます」飼い主と
ペットの架け橋になるペットシッター士。取
得後、全国どこでも即開業することができる
ペット系資格の中で有効な資格として認め
られております。

カラー心理学「1日4時間
で認定がうけられる！」
4時間の講座で、カラー
タイプ診断システムの内
容を簡単にアドバイスが
できるレベルまでご指導
いたします。

高学年クラスが新登場！
2020年より小学校での授業にプロ
グラミングが必修となりました。パ
ソコンに触るのが初めてのお子様
でも、楽しく学びながらパソコンの
スキルやITの知識を身につけるこ
とができます。まずはお気軽に体験
会にお越し下さい！

大人気のキッズアイドルダンス
に新しいクラスが登場！AKBや
K-POPのカバーダンスを踊りな
がら、ダンスの基礎やリズム感を
養います。大好きな先生とお友
達と一緒に元気いっぱい！楽しく
かわいくダンスしましょ★

知育・文字・数・工作・リトミックなどを中心に、親
子で楽しむプレスクールです。お子様一人ひと
りの「生きる力」を育てます。一度教室を覗いて
みると、その違いが実感できるはず！まずはお気
軽に無料体験レッスンにお越し下さい！！

絵画や工作をバランスよく
取り入れた独自のカリキュ
ラムで、のびのびとアート
を楽しみ、感性を伸ばしま
す。豊富な画材を使って素
敵な作品が作れます。教材
の持参は不要ですので、気
軽に通えます♪

テコンドーの基本動
作である蹴り、パン
チ、ステップなどを身
に付け、組手や型を
学びます。礼儀作法
も指導します。

歌の意味を表現しながら踊
るフラダンスは、感性を磨
き、情緒豊かにしてくれま
す。ハワイ語や英語を聞く
力を養い、発音も出来るよ
うに、また見る力も養いま
す。やさしく楽しい指導で、
小さなお子様も安心してご
参加いただけます。

大注目の将棋をはじめ
よう！テキストによる実
践、詰将棋、戦法解説な
どを大盤にて説明し、理
解できるまで丁寧に指
導致します。考える力が
つき少年期の能力開発
にも役立ちます。

「賢い子」を育てることで多くの子育てママから
支持されているキッズ・ガーデン！

親子で楽しめるクラスもございます♪

“怒り”はネガティブな感情ではありません！

つけまつげ・アイライナー付き！

両日参加必須

2回の受講でレッスン・販売が可
能になる認定講座です。パーツ
仕入れのレクチャーもあり！
資格を取るなら今がチャンス！

針や糸を使用しないので、裁縫が
苦手な方にもオススメです。あな
ただけのお気に入りのルルベちゃ
んを作りましょう！

両日参加必須

全1回

おんがくランド
0～3歳の音楽情操・リトミック

音を聴き、感じ、感覚で理解するたのし
い音楽レッスン。音楽の力で優れた感
覚や能力を育み、情操や知育、運動など
人間形成の大切な土台を培います。

7ヵ月～ベビークラス

1～2歳ピンキークラス

2～3歳キンダークラス

月2回(木)12:10～13:00

月3回(木)10:10～11:10

月3回(木)11:10～12:10

月額3,500円(税別)

月額4,350円(税別)

月額4,350円(税別)

1,000円2/22、3/15(木)

木下未佳子JEUGIAこども
表現教室講師

※画像は作品イメージです

1,200円（税込）
1,500円

春入会特典

Bag
春春入会特典入会特典

プレゼント

オリジナル

レッスンBagBag
4/30㈪まで!
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JEUGIAカルチャー

色々なジャンルで
ご活躍されている
講師の方々を随時
募集しています。
詳 細 は、JEUGIA
カルチャーセンタ
ーホームページ
「講師募集」ページ
をご覧下さい。

《お客様へ》当社から、教室の出席確認や講座情報や
各種サービスの告知、イベント案内のご案内を差し
上げる場合がございますので、ご了承ください。

JEUGIAカルチャーセンターは全国58会場有り
［十字屋Culture株式会社／本社：京都市］

講師募集入会と受講のご案内

…消費税は別途要します。（税別表記）
…税別表記ですが、講座により税込
　の場合もあります。

ホームページからもお申し込み承ります。

お申込み
お問い合わせ
ご予約承ります

●入会金は5,000円(税別)で何講座でも受講できま
す。●ご家族の方は入会金が半額になります。●満65
歳以上の方は、入会金が無料になります。（年齢確認の
できる身分証明書等のご提示をお願いします）●受講
料は3ヵ月前納制です。●受講料には特に明記した他
は、教材費・材料費・運営費・試験料・認定料・その他費
用は含まれておりません。●消費税は別途要します。
●参加人数が一定に満たない場合、体験や講座開講を
延期または中止することがあります。

〒619-0223 京都府木津川市相楽台1丁目1番1イオンモール高の原3F

0774-71-928710:00～20:00

イオンモール高の原

体験・見学も承ります!
ご入会受付中ご予約

承ります

しなやかBodyピラティス 癒しのインテリアフラワー～オランダスタイル～ Coquette.715　ワイヤーバッグ&小物 こどもアトリエ

ジャンル豊富に160講座以上が集う 総合カルチャーセンター

0774-71-928710:00～20:00

〒619-0223 京都府木津川市相楽台1丁目1番1 イオンモール高の原3F

発行：十字屋Culture株式会社　発行日：2018.2.10

● 見つけよう  新しい自分  素敵な仲間 ●

ホームページからも
お申し込み承ります。
JEUGIAカルチャー 早割 2018年

3/31㈯
期間

ま
で

入会金1,000 割引（税別）

円

※一部、割引対象外の講座あり。 ※他の割引との併用は出来ません。

体験当日にご入会の方は（または体験なしでご入会の方）お得な

割引!


